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法学研究論集

第32号　2010。2

共犯論における客観的帰属と故意帰属

いわゆる中立的行為による帯助の事例をめぐって

Zur　obj　ektiven　Zurechnung　und　Vorsatzeszurechnung

　　　　　　　　　　in　der　Beteiligungslehre

Unter　BerUcksichtigung　des　Falles　der　Beihilfe　durch

　　　　　　　neutrale　Handlungen

博士後期課程　公法学専攻　2007年度入学

　　　　小　　島　　秀　　夫

　　　　　　　　　KOJIMA　Hideo

【論文要旨】

　ドイツのみならず，近年わが国でも，幣助犯としての関与行為の可罰性を判断するに当たって，

発生した結果が当該行為に客観的に帰属されうるかを検討することによって，可罰的関与行為の成

立範囲を制限する見解が脚光を浴びている。このような客観的帰属論によるアプローチはどれほど

有益なのであろうか。本稿では，客観的帰属論を共犯論においても転用する見解について，いわゆ

る中立的行為による幣助の事例を引き合いに出して検討を試みた。

　客観的帰属を問題にする諸見解は，本稿が射程とする事例において帯助犯が成立する領域を適切

に制限することができず，解決の限界を有していると思われる。中立的行為による幕助の事例で

は，客観的帰属よりも故意帰属，すなわち正犯によって発生した法益侵害結果を関与者の故意に帰

属しうるかを検討することが極めて重要であると考える。故意帰属の基準によれば，まず関与行為

の客観的な危険性が検討され，危険性が認められた場合，当該関与行為による危険創出が故意的に

設定されたのかが検討される。そして，故意的に設定された危険創出行為であると認められた場

合，そのような危険創出行為から結果が実現したか検討されることになる。

【キーワード】中立的行為による箒助　客観的帰属　故意帰属　遡及禁止　常助の故意

論文受付日　2009年10月1日　　掲載決定日　2009年11月11日
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おわりに

はじめに

　ドイッでは，轄助犯としての関与行為の可罰性を判断するに当たって，発生した結果が当該行為

に客観的に帰属されうるか，すなわち客観的な見地から許されない危険を創出したと認められるか

を検討することによって，可罰的関与行為の成立範囲を制限する論者が多く見受けられる。このよ

うなアプローチはいわゆる客観的帰属論と呼ばれ，近年わが国でも支持されつつある。もっとも，

客観的帰属論の概念については，すでに通説となっているドイツにおいても論者によって相違が見

られ，正確に理解するのが困難な状況ではあるが，代表的な論者として，例えばロクシンやヤコブ

スが挙げられよう。ロクシンは，客観的帰属論が共犯の処罰根拠における混合惹起説と最も親和性

を有しているとして混合惹起説を支持した上で，自身の客観的帰属論を共犯論に転用させてい

るω。また，ヤコブスは，客観的帰属論から従属性の新しい概念，すなわち，関与と実行行為の一

体関係が従属性の概念であることを導き出している②。わが国では，例えば豊田兼彦が，ロクシン

によって主張されている客観的帰属論の観点から混合惹起説を支持し，その理論を用いていわゆる

中立的行為による幕助や必要的共犯の問題を解決しようと試みている（3）。また，松生光正は，中立

（1）Claas　1～oxin，　Zum　Strafgrund　der　Teilnahme，　in：Festschrift　fUr　Stree／Wessels，1993，　S．380ff．

（2）Gabntherfaleobs，　Akzessoriettit，　Zu　den　Voraussetzungen　gemeinsamer　Organisation，　GA　1996，　S．257ff．ギュ

　ンター・ヤコブス（松宮孝明，豊田兼彦訳）「従属性一共同組織化の前提条件について一」立命館法学253号

　（1997年）202頁以下参照。

（3）豊田兼彦『共犯の処罰根拠と客観的帰属』（成文堂，2009年）31頁，164頁，172頁以下。
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的行為による幣助のように特殊な領域で行われる幕助行為を特に取り出して可罰性を論じることが

できるためには，そのような行為の文脈を評価的に議論でき，処罰に結びつけることのできる客観

的帰属論が適している，と述べてヤコブスの見解に一定の評価を与えているω。こうした趨勢を見

る限り，客観的帰属論によるアプローチが与えたインパクトは大きいと言えよう。しかし，客観的

帰属論による結果帰属排除原理は，可罰的関与行為と不可罰的関与行為との限界を探る上でどれ程

有用なのであろうか。本稿では，共犯論において客観的帰属論を転用する見解の有用性について，

とりわけ多くの論者が具体例として挙げている，中立的行為による箒助の事例を用いて検討する。

そして，そのような事例では客観的帰属の問題よりも故意帰属の問題，すなわち，結果が故意に帰

属されうるか否かが重要であることを提唱したい。

　従来，帯助犯における論点として，箒助の因果性が議論されてきた。しかし，幕助の因果性から

は解決できない問題が，いわゆる中立的行為による幕助の問題である。「中立的行為」（neutrale

Handlung）という名称については異議を唱える論者も見られるが（5），そこで議論される内容につ

いては争いがないと言ってよいだろう。すなわち，関与者による関与行為と正犯による法益侵害結

果との間に条件関係が認められるとしても，関与行為それ自体は日常生活を送る中で一般的に行わ

れている行為であるがゆえに，法益侵害結果をそのような関与行為または関与者に帰属させるべき

ではないのではないか，問題になっている。典型的な事例としては，窃盗犯人にねじ回しを販売し

た店主の事例や正犯を乗車させて行為場所まで運転したタクシー運転手の事例等が挙げられよ

う（6）。このような事例は決して講壇事例ではなく，後に述べるようにタクシー運転手事例は実際に

ペルーにおいて判決が出されており，注目に値する。わが国では，ウィニー著作権法違反蓄助事

件〔7）が，この問題の射程に入れられている。この問題を解決するアプローチとして，ドイッではさ

まざまな見解が存在するが，先に言及した本稿での検討目的から，以下では客観的帰属論を基盤と

（4）松生光正「中立的行為による箒助（2）」姫路法学第31・32合併号（2001年）291頁以下。その他，中立的行

　為による幣助の事例を客観的帰属論によって解決する立場に賛同する論者として，山中敬一『刑法総論〔第

　2版〕』（成文堂，2008年）911頁以下，安達光治「客観的帰属論一犯罪体系論という視点から一」川端博，

　浅田和茂，山口厚，井田良編r理論刑法学の探究①』（成文堂，2008年）84頁以下，照沼亮介r体系的共犯

　論と刑事不法論』（弘文堂，2005年）202頁以下等が挙げられる。

（5）「中立的行為」という名称は他にも「日常的行為」（Alltagshandlung）などが存在するが，このような名称に

　対して，ラッコーによれば，「日常性」は可罰的でない行動態様をあらかじめ包摂する定義であり，「中立性」

　という定義はある一定の行為に対する刑法上の評価を指しているのか特定の行為に対する一定の性質を指し

　ているのか不明確であるとして，嫌疑なき行為（unverdachtige　Handlung）と名付けている。　Pe　ter　Rackow，

　Neutrale　Handlungen　als　Problem　des　Strafrechts，2007，　S．29ff．また，松宮孝明は，「中立的な行為・態度」

　と直訳すると意味がわからないとして，ありふれた行為であって，しかも大抵仕事として行われるという意

　味を込めて，「日常取引」と訳している。中山研一，浅田和茂，松宮孝明『レヴィジオソ刑法團構成要件・

　違法性・責任』（成文堂，2009年）112頁。しかし本稿では，「中立的行為による帯助」という名称を用いる

　こととする。

（6）Vgl．　foachim　Kretschmer，　Welchen　Einfiuss　hat　die　Lehre　der　objektiven　Zurechnung　auf　das　Teilnahmeun－

　recht？，　Jura　2008，　S．268．

（7｝京都地判平成18年12月13日判タ1229号（判例タイムズ社，2007年）105頁。
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する学説に的を絞って論究する。

1．重大性説

　重大性説は，危険増加の量的基準を用いて関与行為の可罰性を判断している。すなわち，関与行

為が正犯によって創造される許されない危険を著しく増加させた場合に，当該関与行為の可罰性を

認める見解である。

　ロガートによれば，因果性は幕助の可罰性に対する必要条件ではあるが十分条件ではない。裕助

行為の可罰性を認めるためには，狭義の意味における客観的帰属というフィルターを通さなければ

ならない⑧。すなわち，結果に対して因果的な常助関与は，箒助者によって危険増加がもたらされ

る場合にのみ，幣助老に帰属される。もっとも，幣助者によって設定される危険は，偶然に実現さ

れたものではなく，量的観点においても質的観点においても重大であるとみなされなければならな

い（9＞。ロガートは，幕助者による関与を通じてもたらされる見通しの増加（Chancensteigerung）

が無視しえない場合，量的観点における危険増加の重大性が認められる，としている。その判断に

際しては，個々の事例における全体的な事情，すなわち正犯行為と鵜助者の関与との時間的場所的

近接性が重要である，と論じている。したがって，この原則によれば，構成要件的結果を容易にし

たりその結果の実現を確実なものにしたりする常助者の関与行為によって設定された危険の増加が

些細なものである場合は，不可罰となる゜°）。

　カ・r　nyミューラーも，ロガートと同様の判断基準を示している。幕助行為の因果性は，客観的帰

属の基準によってさらに制限する必要がある。共犯者は，正犯行為に表れた結果不法の発生に対す

る許されない危険を創造しなければならない。それゆえ，正犯行為の成功という視点から，幕助行

為を通じて著しく（正犯行為の実現の）見通しが高まることが必要不可欠である，と述べているω。

　ヴァイゲントは，耕助者の可罰性を判断するに当たって，一般的に入手可能な供給物が通常存在

する状態を超えて正犯行為に重大な援助をしたこと（wesentliche　F6rderung）を要求している㈲。

例えば，ねじ回しや清涼飲料水，はしごやナイフを提供する行為は，提供する対象物が容易に入手

されうることから，原則的には重大な援助とみなされない㈹。しかし，犯罪の実行に必要不可欠な

対象物を入手するのに甚大な努力を要するもの，具体的には戦争兵器や麻薬などの提供行為や，行

為の遂行にとって特定の異常な性質を有する特別な製作物を提供する行為は，重大な援助と判断さ

れる。また，喧嘩をしている目の前で正犯にナイフを販売する行為も，行為の成功に必要不可欠で

あり当該対象物を直ちに提供者の意図している通りに使われることになるため，重大な援助行為と

（8）Stefan　1～ogat，　Die　Zurechnung　bei　der　Beihilfe，1997，　S．47．

（9）1～ogat，　a．a．0．，　S．163．

㈹Rogat，　a．a．0．，　S．103．

⑪Kaiルfti〃er，　Beihilfe　durch　wirtschaftliches　Handeln，　in　Festschrift　f｛ir　Hans－Llldwig　Schreiber，2003，　S354．

（］ll　Thomas　Weigend，　Grenzen　strafbarer　Beihilfe，　in　Festschrift　fUr　Haruo　Nishihara，1998，　S．208．

㈹　Weigend，　a．a．0，，　S，210．
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される（④。

　関与行為の重大性，あるいは正犯行為が実現する見通しの増加によって判断するこうした見解に

対しては，重大性や見通しの増加をいかなる基準で判断するのかが不明確である，との批判が向け

られよう⑯。また，関与者が他者の犯罪に対してかなりの程度において重要な関与をもたらした場

合でも，関与行為の態様が，弁護人による適切な法律上の助言等ある一定の諸事情からすでに正当

化される場合もある，との指摘も見られる㈹。このような事情を考慮すると，重大性説それ自体で

は，可罰的な幣助行為の領域を十分に制限することが難しく，別の基準を持ち出ささるをえないよ

うに思われる。

2．犯罪的意味連関説

　関与行為と正犯行為との間に存在する機能的かつ特別な関連性を要求するのが，犯罪的意味連関

説である。この見解によれば，関与行為と正犯行為との間に犯罪的意味連関（deliktischer　Sinnbe－

zug）が認められる場合，許されない危険が当該関与行為によって創出されたと判断される。

　2．1ブリッシュらの見解

　ブリッシュは，犯罪的意味連関説の代表的な論老として挙げられている。ブリッシュによれば，

犯罪的意味連関が認められる行動態様とは，客観的に正犯行為を促進し，その行動の意味内容が他

者の犯罪行動を可能にしたり容易にしたりする機能的な関連性を有しており（iO，行為時の状況や正

犯とのコミュニケーショソ等から，犯罪の促進を志向する行為である⑱。このような犯罪的意味連

関が否定される行為として，ブリッシュは，日常生活における通常業務を挙げている。なぜなら，

そのような業務行為は，犯罪的にのみ説明可能な特別の諸要素から解放されるだけでなく，その行

為自体，法に一致している「生活する」という状況との関連性からも十分な意味を有しているから

である⑯。もっとも，ナイフが無条件で敵の生命を奪う目的で販売された場合，その販売行為は，

身体への侵害あるいはナイフによる殺害の意味連関的な促進として理解されうることを理由に，犯

罪的意味連関を有している，と述べている⑳。

　関与行為と正犯行為との特別な関連性を要求するアプローチは，ケラーにも採用されている。ケ

ラーは，正犯行為との関連性を要求する根拠として，自己答責性原理（Prinzip　der　Selbstverant一

⑭　Weigend，　a．aO．，　S．211．

⑯Wolfgang　Vao〃ers，　Hilfeleistung　und　erlaubtes　Risiko－zur　Einschrankung　der　Strafbarkeit　gematl§27　StGB，

　NStZ　2000，　S．173．

㈹　Wohlers，　aa．0．，　S．173．；Peter　1～ackow，　a．a．0．，　S。136．

㈹Wolfgan8　Fn’sch，　Tatbestandsma3量ges　Verhalten　und　Zurechnung　des　Erfolgs，1988，　S．280．；ders，　Beihilfe

　durch　neutrale　Handlungen，　in　Festschrift　fUr　Klaus　LUderssen，2002，　S．544．

㈹Frisch，　Beihilfe　durch　neutrale　Handlungen，　S．545f．

⑯Frisch，　Tatbestandsmaβiges　Verhalten　und　Zurechnung　des　Erfolgs，　S．297．

⑳Frisch，　Beihilfe　durch　neutrale　Handlungen，　S．545．
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wortung）を持ち出している。外見上中立的な誘発的状況を創造した場合，自己答責性原理によれ

ば，関与者への帰属として重要な基準は，（正犯によって意図された）法益侵害の惹起ではなく，

（抽象的に危険な）行為への関与である。それゆえ，危険な意図が実現されることはないだろうと

誘発者がみなしている場合でも，行為を支配しているのは正犯老なのであるから，誘発者も責任を

負うことはありうる。こうしたことから，共犯者となるのは，第三者の行為に因果的に関与する者

ではなく，客観的に行為と特別に関連する関与をなす者である⑳。ケラーによれば，正犯行為との

関連性は，犯罪の促進が関与という態様から平均的な観察者にとって認識可能である場合に認めら

れる⑳。

　また，ランジークは，故意による結果犯の場合，義務違反性が結果の客観的帰属のメルクマール

に組み込まれ㈲，共犯の場合，その義務違反性のメルクマールは，共犯者と正犯者との関係，すな

わちインターラクション関係（lnteraktionsverhaltnis）である，と主張しているeD。そして，日常

的行為は客観的な観点から幕助の可罰性と区別されるべきであるとして，可罰的な幕助と認められ

ないグループとして次の3つを挙げている。1つは，関与行為が正犯行為を促進してはいるもの

の，当該関与行為が通常，正犯の基本的な生活の上で欠かせない場合である。2つ目は，関与者に

よる関与行為がなかったとしても，正犯が同じような状況を手に入れることができたであろう場合

である。そして最後が，犯罪目的など正犯行為との特別な関連性が欠如している場合であるes）。

　犯罪的意味連関説の主張する判断基準は，平均的な一般人が当該行為の文脈から客観的に判断す

る直感的な基準に極めて近いように思われる。もっとも，この見解の弱点は論理の脆弱さにあろ

う。ブリッシュは，出発点として客観的に判断すべきとする犯罪的意味連関が，結果犯における行

動の構成要件該当性を示す要素であり，故意に包括されることを認めているe6）。すなわち，客観的

な判断の限界を認め，最終的には故意が重要であることを認めてしまっているのである。ニーダー

マイヤーが指摘するように，結局のところ犯罪的意味連関が幣助者の故意かつ従属的な法益侵害を

表しているのであるならば㈲，それは客観的帰属になじまない基準を持ち出して客観的帰属を制限

していると言えるだろう。

　また，ケラーのように自己答責性原理を持ち出してはいるものの，関与者への帰属として法益侵

害の惹起を必要条件としていないことには問題がある。というのも，こうした考えは，共犯の処罰

eo　Rαiner　Keller，　Rechtliche　Grenzen　der　Provokation　von　Straftaten，1989，　S．262．

ea　K（zller，　a．a．0．，　S．261．

㈱Andreas　Ransiek，　Pflichtwidrigkeit　und　Beihilfeunrecht，　wistra，1997，　S。42，；ders，　Neutrale　Beihilfe　in

　formalen　Organisationen，　in　Knut　Amelung　（Hrsg．），　Individuelle　Verantwortung　und　Beteiligungs－

　verhaltnisse　bei　Straftaten　in　bUrokratischen　Organisationen　des　Staates，　der　Wirtschaft　und　der　Gesellschaft，

　2000，S．96f．

㈱1～ansiefe，　Neutrale　Beihilfe　in　formalen　Organisationen，　S97．

㈲Ransiele，　Neutrale　Beihilfe　in　formalen　Organisationen，　S．101ff．

ee　Frisch，　Tatbestandsmatliges　Verhalten　und　Zurechnung　des　Erfolgs，　S．285．

en　Harald　Niedermair，　Beihilfe　durch　neutrale　Handlungen？，　ZStW　107，1995，　S．543。
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根拠における惹起説とは相容れず，むしろ堕落説的不法共犯説に親和的になるからである㈱。

　さらに，ラソジークの見解に対しては，義務違反が果たして客観的帰属のメルクマールになりう

るのか，疑問の余地があろう。刑法以外の法規による義務が，刑法上の犯罪とどう関係し，どのよ

うに認定されるのか明らかではない，との指摘も存在する㈲。

　2．2　ロクシンの見解

　そこでロクシソは，犯罪的意味連関を出発点としつDe°），さらに信頼の原則を持ち出して，関与

行為の可罰性を制限している。

　一般的に信頼の原則は，道路交通やチーム医療などの分業的共同作業の場合に用いられている

が，他者が故意による犯罪行為を行わないと通常信頼してよい場合，すなわち日常的行為の場合に

も適用されるべきである，とロクシンは主張している㈹。日常的行為者が一般的な憂慮をしている

に過ぎない場合，求められた援助をなしたり適法な行動を信頼したりしてはならないとすると，機

能的な社会的活動はおよそ不可能になってしまうからである㈹。ねじ回し事例のように，いわゆる

日常的行為による幕助が問題となる事例の多くでは，関与者は，正犯の犯罪決意を認識しているの

ではなく，自らの関与が犯罪に用いられる可能性を認識しているのであり，未必の故意によって関

与者に箒助が成立するかどうか検討されるのである。その場合，他者による認識可能な犯罪性質の

傾向が，故意による犯罪行為が行われないであろうという推測を打ち破らない限り，そのような推

測を信頼してもよい㈱。ロクシソは，信頼の原則によって根拠づけられる許された危険に従って客

観的構成要件への帰属がすでになされないのであるならば，もはや故意については問題にならな

い，と述べているtl4。すなわち，ロクシンによれば，故意の前段階として，信頼の原則によって可

罰的幣助行為の領域を制限しうることになる。

　しかし，ロクシソはこのような論理の限界を示唆している。ロクシンは，犯罪的意味連関の要件

が，直接的故意をもって促進する構成要件的結果の惹起であることを明確に述べている㈲。そし

て，未必の故意の事例において，関与者の故意は許されない危険に及んでおらず，関与者には法益

侵害が欠如している，と主張しているtle。すなわち，信頼の原則によって客観的帰属が否定されれ

㈱不法共犯説の問題点については，拙稿「帯助者の故意に関する一考察一ドイッの判例を素材にして一」法学

　研究論集第27号（2007年）69頁以下参照。

？9山中敬一「中立的行為による帯助の可罰性」関西大学法学論集第56巻第1号（2006年）80頁。また，Hans

　Kudlich，　Die　UnterstUtzung　fremder　Straftaten　durch　berufsbedingtes　Verhalten，2004，　S．96ff．も参照。

30Claus　Roxin，　Strafrecht　Allgemeiner　Teil　Band　II，2003，　S．207ff．

㈱Claus　Roxin，　Strafrecht　Allgemeiner　Teil　Band　I，2006，　S．1072ff．

Ba　Roxin，　a．a．O．（Anm　31），S．1072．；ders，（Anm　30），S．215．

㈹Roxin，　a．a．0．（Anm　30），S．214．

tle　Roxin，　a．a．O．（Anm　30），S．215．

ts　Roxin，　a．a．0．（Anm　30），S。216．

3e　Roxin，　a．a．0．（Anm　30），S．215．
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ば故意は問題にならないと述べながら，信頼の原則に一定の制限を働きかける際に単独犯の場合よ

りも高いハードルを要求する故意を基準として，結果帰属を判断しているのである。こうして，中

立的行為による幕助の事例では，信頼の原則による基準が貫徹されないことを論証しているように

思われる。また，ロクシンのように未必の故意では裕助犯が成立しないとすると，単独犯や正犯の

場合には未必の故意でも犯罪が成立するにもかかわらず，なぜそのような事例に限って未必の故意

では足りないのか，疑問が生じることになろう。以上のような理由から，ロクシンの見解に従うこ

とは難しいと考える。

3．遡及禁止の原則

　関与行為に対する幕助犯の成否を検討する際，遡及禁止（RegreGverbot）の原則を展開させる

見解が存在する。もっとも，遡及禁止の概念についても論者によって相違が見られる。以下では，

ヤコブスの意図する遡及禁止からのアプローチとプッペが意図する遡及禁止からのアプローチを区

別して，それぞれ検討する。

　ヤコプスによって主張される遡及禁止からのアプローチは，実際にペルー最高裁判所の判決の中

でも採用されているtlO。そこでまずは，この興味深い判決について概観することにしたい。

　3．1ペルーにおけるタクシー事件判決

　ペルーでは，タクシー運転手である被告人に加重強盗の共同正犯が下された判決に対して，

2001年3月7日，あらまし次のような判決が出された。

　1999年2月14日早朝，被告人は他の者と同伴で行為に及び，その際，自動車の運転役を引き受

けた。そして，行為場所からそれほど遠くないところで，警察車両に呼び止められた。タクシーの

運転手である被告人を除いて，他の関与者は一同に逃走した。訴訟において提出された証拠によれ

ば，次のようなことが証明された。

　犯行当日，被告人は，タクシー運転手としての通常業務中に，被害者の家の近くを走っていた。

その時被告人は，見知らぬ客から乗車を頼まれた。2人が目的地に到着すると，客は，タクシーを

ガレージの中に入れるよう運転手に頼んだ。被告人がタクシーをガレージの中に入れたところ，そ

の場所でタクシーを待っていた5人ほどが，さまざまな物を車の中に乗せた。そして彼らはタク

シー運転手に，出発するよう命じた。しかし，走行して間もなく，タクシーは警察により呼び止め

られた。検察官による立会いの下での警察の尋問，裁判官による尋問，公判での証言等の証拠によ

ると，被告人は，タクシーを家のガレージに入れた時に初めて彼らの犯罪的意図に気付いたが，そ

tltペルー最高裁判所の判決については，川口浩一が，平成21年度日本刑法学会関西部会夏期例会における共同

　研究「客観的帰属論と共犯論の関係」の中で紹介したものである。当該判決の独訳は，ミゲル・ボライノ

　（Miguel　Polaino　Orts）による。ボライノによれば，独訳された判決の原典については，　Revista　Peruana　de

　Doctrina　y　Jurisprudencia　Penales　2，2001，　S．693ff．
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のような状況下で要求を拒むことはもはやできなかった，ということである。

　そこで，それに基づいて被告人に加重強盗の共同正犯が帰責されうるかを決定するため，まず被

告人の関与について，判断しなければならない。被告人の行動を判断する出発点は，当該行動が刑

法上重要か否か，すなわち，行為のコンテクストの中で行為者によって担われる役割の決定付けで

あり，一役割とは，代替可能な個人によっても担うことが可能な「規範的に輪郭付けられた地位の

体系を特徴付けるものである」（Vgl．　Gantherノ盈o∂ε，　La　imputaci6n　objetiva　en　Derecho　penal，

Ubersetzt　von　Manuel　Cancio　MeliA，　Verlag　Grijley，　Lima　1998，　S．21）一この役割の限界を超える

ことが，犯罪の担い手に客観的に帰責される事柄となる。そして，複数の関与者によって可能とな

る犯罪行為の場合，関与者間の共同は決して無制限ではない。なぜなら，社会的に相当な行為をす

る者は，他者の規範違反的な行動に対して責任を負わないからである。

　このような叙述の結果から，訴訟の中で認められたことは維持されうる。すなわち，被告人は，

無罪であると判断されるタクシー運転手としての役割を果たすことにとどまり，その職務それ自体

は加重強盗と同等ではなく，決して等価値ではない。他方，被告人は行為遂行中，乗車した客の行

為の違法性に関する認識を持っていたが，行われた犯罪に対する答責が被告人に該当しうるほど，

構成要件の拡張を根拠付けるものではない。換言すれば，単なる認識は，当該行為の違法性を根拠

付けるものではない。以上のことから判断すると，仮に被告人が，訴訟の中で判断された行為に関

与していたとしても，被告人はタクシー運転手としての職務を全うするにとどまっていたことが認

められる。他の関与者の行動が規範違反であるにもかかわらず，その結果は遡及禁止に基づいて被

告人に帰属されえず，当該被告人の行動は，刑法上重要であると判断することはできない。

　3．2　ヤコブスの見解

　幣助ではなく共同正犯の事例ではあるが，概観したペルーの判決において注目すべき点は，タク

シー運転手の無罪を導く論理として，ヤコブスの文言を引き合いに出して遡及禁止の原則を明確に

用いている点である。では，このような論理は果たして支持されうるであろうか。

　ヤコブスは，古典的な意味によらない遡及禁止による解決を試みている。ヤコブスによれば，広

義の意味における「関与」に対しては，他者によって客観的構成要件を充足する行動に故意または

過失で共同する責任なき領域が存在する。この領域は，「関与者」が，それ自体害がなく日常的で，

侵害経過において他者の計画の実現を通じて歪曲されるに過ぎない関与をなすことによって特徴付

けられる。現実的な例として，ある者が，義務にしたがって債権老に債務を返済するが，債権者が

返済された金銭で犯罪の道，具を調達することを知っている場合が挙げられるtlS。「関与者」の中か

らそのような者を区別する論理は遡及禁止である。というのも，当該関与者は，確かに正犯による

構成要件実現の継続を可能にしているものの，関与者自身からはまさに構成要件を実現する意味が

㈲G伽therノ召々oうs，　Strafrecht　Allgemeiner　Teil，2，Au且，1991，　S．696．
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与えられず，構成要件の実現によって遡及されえない状況を作り出しているからである。こうした

議論は許された危険と同一である㈲。具体的には，パン職人がパソを販売する際，購入者がパンに

毒を混入して来客に差し出すことを知っている場合でも，そのパソ職人に故殺共犯の成立は認めら

れない。もっとも，パソ職人が，毒を隠す目的にしか役立たず，その目的以外には販売しえないパ

ンを製作した場合，パソ職人の責任が問われうる㈹。ヤコブスは，こうした2つの事例の取り扱い

に違いが生じることを，行為の意味を客観的に捉えることによって説明している㈹。

　客観的な行為の意味，ないしはコミュニケーショソの社会的意味㈹から判断するこのようなアプ

ローチは，ヤコブスに師事したペルーのカーロ・ジョソにも受け継がれている。カーロ・ジョン

は，関与行為の可罰性を検討するにあたって，役割概念やその性質を詳細に論究している㈹。人間

の行為は，社会のイソターラクショソの中で常に，さまざまなステレオタイプである社会的相当な

役割（stereotyp－sozialadaquate　Rollen）の充足，すなわち社会的なコソテクストによって具体的

になる㊥。役割にしたがって行動する者の行為は，それぞれの役割にあてられる規範的な期待が具

体的社会的な行為のコンテクストの中で充足される限り，常に客観的に中立的である。それゆえ，

中立的行為は，客観的な見地から法的に保護される自由領域の枠の中で行われる。つまり，そのよ

うな行為には遡及禁止が妥当する。そして，当該関与行為が中立的であるかどうかを判断するに当

たって重要なのが，当為連関である。もっとも，この当為連関は，単なる抽象的潜在的な当為では

なく，純粋かつ具体的な刑法上の当為でなければならず，刑法上の当為の内容は，社会的なコンテ

クストを通じて明確に規定される㈹。

　このように見てみると，ヤコブスのアプローチは，社会的なコソテクストを通じて客観的な観点

から受け取ることのできる関与者の行為の意味を重要視していることがわかる。もっとも，ヤコブ

スが述べているように，行為の意味付けは行為が存在している文脈に依拠するものであるとして

も㈹，故意が何を表現するのかという問題について，一定の社会的文脈を背景とする外部的行為と

一体のものとして捉えるのであるならば㈹，行為の意味づけには関与者の故意を考慮しなければな

らない。そうであるならば，行為の意味づけを客観的帰属性の判断基準に用いる場合，故意が重要

なメルクマールとなるだろう。それゆえ，ヤコブスらの見解は，客観的帰属の判断基準として故意

㈲faleobs，　a．a。0．（Anm　38），S．698，

㈹Gimtherノ盈oδs，　Regretlverbot　beim　Erfolgsdelikt　Zugleich　eine　Untersuchung　zum　Grund　der　strafrechtlichen

　Haftung　fttr　Begehung，　ZStW　89，1977，　S．27．，　Fn．83．

㊥ノ盈o∂5，a．a．0．（Anm　2），S．263f．ヤコブス（松宮，豊田訳）・前掲註（2）206頁以下参照。

㈹Jaleobs，　a．a．0．（Anm　38），S。699．

㈹ノbs6　Antonio（海箔o／bhn，　Das　erlaubte　Kausieren　verbotener　Taten－Regressverbot，2007，　S．125fE

eD　Caro／bhn，　a．a．0。，　S．126．

es　Caro／bhn，　a．a．0．，　S．130f．

㈲fakobs，　a．a．0．（Anm　2），S．264．

tlO増田豊『規範論による責任刑法の再構築一認識論的自由意志論と批判的責任論　』（動草書房，2009年）268

　頁。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－108一



を用いているに等しいと言えるのではないだろうか。

　3．3プッペの見解

　遡及禁止によるアプローチは，プッペによっても提唱されているが，プッペによるアプローチ

は，ヤコブスが主張する遡及禁止のアプローチとは全く異なる。プッペは，遡及禁止を注意義務の

決定に対するメタルールに位置づけた上で，そのメタルールは信頼の原則の中に認められる，と論

じているee。このように理解された遡及禁止が当てはまる重要な観点として，正犯行為の時期が問

題となる。それによれば，犯罪行為が差し迫っていない場合，正犯は他の方法によって当該手段を

入手することが可能であるため，一般的に入手可能な手段を正犯に提供することは許容される㈹。

これに対して，犯罪行為が差し迫っている場合，実行行為が確実にまたは高い蓋然性をもって行わ

れ，提供者がそのことについて知りうることを理由に，行為手段の提供は許容されない㈲。

　このようにプッペは，いわゆる中立的行為による幣助の可罰性を判断する際，正犯が関与者によ

る援助を別の方法でも得られたかどうか，すなわち仮定的因果経過を考慮している。仮定的因果経

過を考慮する見解は，島田聡一郎によっても主張されている。島田聡一郎は，広義の共犯の処罰範

囲を限界づけるに当たって，いわゆる中立的行為による箒助の事例を引き合いに出して，特殊な

ルールを用いて限界づけるよりも，共犯の因果性あるいは結果帰属の観点からアプローチすべきで

ある，と述べている6i）。そして，正犯行為の結果発生の蓋然性が，関与行為がなかった場合に比べ

て，相当因果関係が肯定される程度に高まっていた場合には現実に生じた結果についての危険増加

が肯定され，結果帰属が肯定される，としている㈱。

　仮定的因果経過を考慮する見解は，本稿で射程となっている事例の可罰性を客観的な因果性，あ

るいは客観的な結果帰属のレベルで解決するものである。しかし，このような解決方法には賛同し

難い。仮定的因果経過を考慮することによって結果発生の蓋然性を判断するアプローチは，いわば

確率論であり，客観的な結果帰属の判断基準として明確ではないからである㈲。もっとも，この見

解をより詳細に検討するためには，因果関係をどのように捉えるか，幕助の因果性の特殊性を考慮

すべきかといった課題にも取り組む必要があると思われる。こうした課題については，別稿で取り

扱うことにしたい。

㈹Ingeborg　Puppe，　Urs　Kindhtiuser，　Ulfrid　Neumann，　Hans－Ullrich　Paeffgen（Hrsg．），Nomos　Kommentar　Straf－

　gesetsbuch　Band　1，2．Aufi，2005，　Vor§13，　Rn．168f．

㈲Puppe，　a．a．0．，　Vor§13，　Rn．173．

tlo　Puppe，　a．a．O，，　Vor§13，　Rn．174，

6D島田聡一郎「広義の共犯の一般的成立要件一いわゆる『中立的行為による幕助』に関する近時の議論を手が

　かりとして一」立教法学57号（2001年）76頁。

6a島田・前掲註（51）88頁，同『正犯・共犯論の基礎理論』（東京大学出版会，2002年）365頁。

6⇒仮定的因果経過を用いる見解を批判している論者として，1吻1」θ7，a．a．0．，352f．；Racleow，　a．a。0．，S．159．；曲田

　統「日常的行為と従犯（2）一主にわが国における議論を素材にして一」法学新報第112巻第1・2号（2005年）

　452頁以下，山中・前掲註（29）98頁等参照。
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　また，プッペが正犯行為の時期によって遡及禁止を適用させる点については，犯罪行為が差し迫

っているかどうかの判断が不明確である，との批判を向けることが可能であろう。

4．相当性説

　遡及禁止の原則からアプローチするヤコブスの見解では，関与者の行為の意味が重要なメルク

マールとされ，その意味づけを行う際にカーロ・ジョンは，役割にあてられる規範的な期待が充足

されているかを判断基準としている。このようなアプローチを前提としつつ，相当性の理論を取り

入れて幣助犯の成立範囲を制限するのが，ヴォルフーレスケである。ヴォルフーレスケは，客観的帰

属の観点から幣助犯の構成要件を捉えtl9，関与者による許されない危険の創造を判断する際，職業

的役割（Berufsrolle）の超越に着目しているes）。その超越の基準となるのが，職業的役割の相当性

である6e。この見解は，ハッセマーによって主張されている職業的相当性（professionelle　Ada－

quanz）からのアプローチと関連しているように思われるのでeD，ヴォルフーレスケの見解の妥当性

を検討するためには，ハッセマーの見解を検討することが効果的であろう。

　ハッセマーは，客観的帰属を制限する基準として社会的相当性（soziale　Adaquanz）を出発点と

している岡。もっとも，社会的なものの領域は規範的に存在していないがゆえに，社会的相当性と

いう基準をそのまま用いると規範の領域などを実際に具体化することができないとして，社会的相

当性という基準から特定領域における相当性（regionale　Adaquanz），すなわち職業的相当性とい

う基準に具体化すべきである，と主張している㈲。そして，当該行為が社会において是認されてい

る責務を果たし，職業上の行為規則など規範的要素を兼ね備えた規則に遵守している場合，幕助の

可罰性は否定される㈹。

　ハッセマーによる職業的相当性という基準は，結果帰属の基準としてなお漠然としているように

思われる。そればかりか，ハッセマーは，問題となっている行為の二面性，すなわち当該行為には

行為価値と行為無価値が並存していることを看過しているように思われる。当該行為は，一方では

社会的に許容されている職業上典型的な行為ではあるが，他方で，社会的に反する刑法上禁止され

ている行為でもある（61）。このように行為が相反する価値を含んでいるにもかかわらず，先のように

職業上関連する規則を遵守していれば直ちに結果の帰属性を否定してしまうのであれば，行為の無

㈱Monilea　l石oげR㏄舵，　Berufsbedingtes　Verhalten　als　Problem　mittelbarer　Erfolgungsverursachung，1995，

　S．107f．

飼　凧）げ1～eshe，　a．a．0．，　S．139．

岡　凧gげ1～eske，　a．a．0．，　S．143f£

6D　Vgl．　Roc々o”，　a．a．0．，　S．210f．

6al晒゜nfried　Ha∬emer，　Professionelle　Adaquanz，　wistra　1995，　S．46．

鋤、Hasse〃zer，　a．a．0．，　S．81．

㈹Hasse〃zer，　a．a．0．，　S．82．

㈹Hero　S6加〃，　Stra且oses　Alltagsverhalten　und　strafbares　Beihilfeunrecht，　in：Gedachtnisschrift　fUr　Dieter

　Meurer，2002，　S．107．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－110一



価値性という側面を軽視することになるだろう。こうした理由から，ハッセマーの見解には疑問を

呈する。

　それゆえ，職業的相当性の役割の超越を判断基準とするヴォルフーレスケの見解に対しても，ハ

ッセマーに向けられた批判が当てはまるだろう。さらに，ヴォルフーレスケの見解は，前提として

いるヤコブスの見解に対する批判にもさらされることになるため，相当性説に依拠することは相当

ではない。

5．利益衡量モデル

　ハッセマーに代表される相当性説の不明確さを回避しようとしたのが，レーヴェークラールによ

る利益衡量モデルである。

　レーヴェークラールによれば，職業上典型的な行為を通じて発生した法益侵害結果に対する関与

者の不可罰性を判断する際に重要なのは，関与者の行動と構成要件に該当する結果との間における

客観的帰属の枠内で仮定的因果経過を考慮することである㈱。そして，包括的な評価と衡量が必要

であるとして，ドイツ法学では憲法上の原理として位置づけられている比例の原則（Grund§atz

der　VerhaltnismaGigkeit）を通じて関与者の不可罰性を導いている。すなわち，法益保護の利益と

関与者による行為の遂行に対立する利益との衡量を判断基準としている（60。正犯行為からかけ離

れ，幣助者が気付かないような援助を別の状況において同様の方法で得ることのできるような幕助

者の関与は，対立する法益にとって相対的に危険ではない。それゆえ，正犯行為の促進の禁止は，

正当な利益が優越し七いる場合，相当ではない，と述べている（64。

　この見解に対してラッコーは，優越的利益の単なる認定が解釈論的に見れば刑法解釈の中心的原

理ではないことを理由に批判している㈹。しかし，ラッコーの批判は必ずしも的を射ていないよう

に思われる。比例の原則における相当性の原則（Grundsatz　der　Angemessenheit）は，前提とさ

れた目的によって手段としての国家的行為がただ単に経験的に有用であるだけでなく，利益と不利

益とを評価的観点から衡量して妥当・相当なものでなければならず，価値合理性の観点に対応する

ものである㈹。そして，行動規範の内容を縮小・限定するためには，刑法にとっての価値論的前提

に整合するように規範内容を縮小・限定することが，この原則によって要請されている（6D。そうで

あるならば，刑法解釈学にとって相当性の原則は極めて重要であり，優越的利益の有無を相当性の

判断基準として用いるならば，比例の原則は刑法解釈上重要であろう。

㈹Oliver　Lδwe－Krahl，　Beteiligung　von　Bankangestellten　an　Steuerhinterziehungen　ihrer　Kunden－die　Tat・

　bestandmaBigkeit　berufstypischer　Handlungen，　wistra　1995，　S．205．

㈹Oliver　LOwe－Krahl，　Steuerhinterziehung　bei　Bankgeschaften，2000，　S．38．

MLδwe－Krahl，　a．aD．（Anm　63），S．39．

㈹1～ackow，　a．a．O．，　S．225．

ee増田・前掲註（47）170頁。

et増田・前掲註（47）171頁。
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　しかし，比例の原則を出発点とするレーヴェークラールの見解の問題点は，いわゆる中立的行為

による葎助の問題を比例の原則のトポスから導かれる客観的危険性の問題として理解している点に

ある。仮に，比例の原則を用いて正犯結果の関与者への帰属の可否を判断するならば，関与行為の

客観的危険性が問題になるのではなく，危険性を基礎付ける事情を関与老が認識しているかどうか

が問題になると思われる㈹。というのも，典型的な事例を挙げて説明するならば，窃盗犯人の意図

を知りながらねじ回しを販売する行為は，客観的に見れば危険性を有しているため，比例の原則か

ら問題となる客観的危険性は，当然に認められるからである。しかし，客観的には危険性を有する

としてもそのような販売行為に結果を帰属しえない場合が存在するのであり，正犯によって志向さ

れる法益侵害結果をねじ回しの販売員が認識しえたか，さらには販売員の認識が故意として認めら

れるかが，結果帰属における判断基準の1つとなるだろう。

　それゆえ，比例の原則によって関与行為の可罰性を判断するレーヴェークラールの見解は，その

可罰性判断を客観的危険性の問題として位置付けている点で，賛同することはできない。

6．共犯論における故意帰属

　以上のように検討を加えると，中立的行為による箒助の事例では，客観的帰属論による解決はい

かなるアプローチも欠点ないし限界を有していることが浮き彫りになった。そもそも客観的帰属論

自体がいかなる理論なのかという問題は付きまとうが，客観的帰属の概念が「法益侵害結果を構成

要件に該当する許されない行動に客観的に帰属すること」であるとするならば（69），故意的に設定さ

れた危険創出行為か，それとも過失的に設定された危険創出行為かを問わずに結果帰属を処理する

ことになってしまうだろう。しかし，そのような論理は，故意既遂犯を拡大する方向へつながるこ

とになり，妥当ではない。故意行為は過失行為よりも高度な行為無価値を有するものであり，高度

な不法を構成するものであるから，行為者を故意既遂犯として処罰しうるためには，故意的に設定

された危険が法益侵害結果の中に実現されていることが要求されるべきである軌したがって，故

意的に設定された危険創出行為と過失的に設定された危険創出行為を区別した上で，結果が故意に

帰属されうるのかを判断することが決定的に重要であると考える。このような故意帰属の基準こそ

が，中立的行為による幕助の事例では有効に機能するだろう⑪。中立的行為による箒助は，自らの

行為が法益侵害結果の実現を援助することになるということを関与者が知っている場合や知りえた

場合，当該関与行為が故意による危険創出行為であるのか，過失による危険創出行為であるのか，

それともそもそも許された危険創出行為であるのかが問題となり，それと同時に結果をそのような

t／e比例の原則のトポスから区別される問題について，増田・前掲註（47）198頁参照。

69Vgl．　Frisch，　Tatbestandsmagiges　Verhalten　und　Zurechnung　des　Erfolgs，　S．570．

㈹増田・前掲註（47）241頁以下参照。

㈹故意帰属については，増田・前掲註（47）227頁以下参照。また，Urs　Kindhduser，　Der　subjektive　Tatbestand

　im　Verbrechensaufbau，　GA　2007，　S．464f．も参照。
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行為に帰属しうるかが問題となるからである。本稿で扱う事例に故意帰属の基準を適用する場合，

まず関与行為の客観的な危険性が検討され，危険性が認められた場合，当該関与行為による危険創

出が故意的に設定されたのかが検討される。そして，故意的に設定された危険創出行為であると認

められた場合，そのような危険創出行為から結果が実現したか検討される。こうした帰属のプロセ

スにおいては，さしあたって関与者の故意が問題となるであろう。関与者に故意が認められるため

には，故意犯の成立に要求される関与者の故意内容を特定する必要がある。そこで以下では，幣助

の事例を念頭に，要求される関与者の故意内容を考えてみたい。

　関与者に要求される故意内容は，まず第1に，共犯の処罰根拠論と深い関係を有する。堕落説

とも言われている責任共犯説や堕落説的不法共犯説は，正犯を罪責や刑罰，あるいは不法に巻き込

むことを共犯の処罰根拠としている。このような考えに従うと，共犯の故意は法益侵害結果まで向

けられる必要はなく，不法や罪責，刑罰に巻き込むという認識があれば足りることになる。一方，

惹起説に立つ場合，共犯の処罰根拠が正犯の処罰根拠と同様に法益侵害結果の惹起を志向する行為

であることに鑑みると，共犯の故意は正犯を通じて発生する法益侵害結果の認識まで要求される。

ここでは，責任共犯説や不法共犯説が必要的共犯の問題を孕んでいること，そして共犯を危険犯と

捉えることにつながることなどを理由に，惹起説を支持したい㈲。

　共犯の故意内容を決定付けるのは，共犯構成要件であろう。というのも通説によれば，故意とは

構成要件に該当する事実（犯罪事実）の認識であると理解されており，構成要件には故意の内容を

直接に規制して責任主義を明確化する故意規欄機能が備わっているからである。共犯構成要件は，

正犯と共犯の構成モデル，換言すれば正犯者概念をどのように捉えるかによって決定付けられよう。

　正犯と共犯の構成モデルについては，共犯を観念しない統一モデル，正犯と共犯を区別する区別

モデル，そして，原則は制限的正犯者概念に依拠しつつも過失犯の領域に限って統一的正犯者概念

や拡張的正犯者概念を採用する二元モデルの3つが存在する。統一的正犯者概念は，共犯従属性

と整合性を保てない点に欠点を有している。また，拡張的正犯者概念によると教唆行為自体の未遂

や幕助行為自体の未遂において不当な刑罰拡張現象をもたらすであろう㈹。それらの事例は，今日

ではもはや異論なく認められている共犯従属性説に拠る限り不可罰であるにもかかわらず，拡張的

正犯者概念によれば，正犯に未遂規定がある限りで教唆の未遂や箒助の未遂も正犯の未遂と等価値

と判断され，可罰的となる。これはまさに正犯なき共犯を認めることになり，さらには共犯独立性

説へとつながるため，共犯を刑罰縮小事由と考える拡張的正犯者概念の前提と逆行する共犯の刑罰

拡張を招くことになるのではないだろうか⑭。したがって，制限的正犯者概念をべ一スにした区別

モデルが採用されるべきであろう。

　制限的正犯者概念をベースにすると，共犯構成要件は正犯構成要件の存在によって初めて認めら

ea拙稿・前掲註（28）69頁以下。

㈹ノbachim　Renzileowski，　Restriktiver　Taterbegriff　und　fahrlassige　Beteiligung，1997，　S．14．

⑭増田・前掲註（47）355頁参照。
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れる構成要件拡張事由として特徴付けられ，共犯構成要件は正犯構成要件の存在を前提にすること

になる。それゆえ，共犯の故意には，共犯構成要件と正犯構成要件に該当する事実の認識が要求さ

れよう。箒助が問われる事例の場合，関与者に幕助の故意が認められるためには，正犯を通じて発

生する法益侵害結果の認識のみならず，正犯の不法を認識し，さらには，正犯を幕助する認識を関

与者は有していなければならない。裕助構成要件の固有性を主張することにより，箒助故意の固有

性が導かれる。

　もっとも，幕助故意の固有性を主張することによって，帯助の故意に新たなグレードを求める見

解が主張されている。例えば，オットーは，職業上特殊な行為または相当な行為について，援助者

が正犯行為を知らない場合，または未必の故意を具備しているが正犯行為を促進する意図を持って

いない場合，可罰的な箒助構成要件は充足されない，と主張している㈹。これは，中立的行為によ

る幕助の事例を，箒助故意の固有性，すなわち未必の故意では足りないとすることによって幕助犯

の成立範囲を限定する見解である。しかし，こうした見解に対しては，ロクシソの見解に対する批

判の中でも言及したように，なぜ狭義の共犯に限って未必の故意では足りないのかを説得的に論証

しなければならないだろう。

　また，制限的正犯者概念を過失犯にも採用するならば，過失共犯を処罰するためには，過失正犯

と区別された過失共犯に関する規定をおくことが必要であろう。しかし，わが国の現行刑法にはそ

のような規定がないため，過失幣助は不可罰となる。それゆえ，当該関与行為が正犯による法益侵

害結果を援助することになるということを注意すれば知りえた場合，確かに法益侵害結果は過失に

帰属されるとしても，過失翻助に関する規定が存在しないため，当該関与行為は過失穏助として不

可罰であるとされることになる。

　以上から，中立的行為による帯助の事例において故意帰属が肯定される場合，前提として，関与

行為の客観的危険性が認められ，関与者が正犯の不法や正犯を通じて発生する特定の法益侵害結果

を知っており，かつ自らの行為がそのような法益侵害結果の発生を援助することを関与者が知って

いなければならない。つまり，関与者に幕助の故意が認められなければならない。そして，当該関

与行為が故意的に設定された許されない危険創出行為であると認められた場合でも，法益侵害結果

の実現が過失的に設定された許されない危険創出行為による場合には，故意帰属は否定される。そ

のような事情が認められない場合にはじめて，故意帰属が肯定されよう。

おわりに

　本稿では，共犯論における客観的帰属論について，中立的行為による幕助の事例を引き合いに出

して，客観的帰属性は判断基準として不十分であることを提唱し，故意帰属の検討が決定的に重要

であることを主張した。もっとも，故意帰属の重要性を主張するとしても，客観的帰属性の検討が

es　Harro　Otto，“Vorgeleistete　Strafvereitelung”durch　berufstypische　oder　alltagliche　Verhal亡ensweisen　als

　Beihilfe，　in　Festschrift　fUr　Theodor　Lenckner，1998，　S．225．
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不要であることまで主張するものではない。共犯論においても客観的帰属性が問題となる事例は想

定されうる。例えば，殺意を抱いている正犯に竹刀を販売し，その正犯に当該竹刀で殴られて重傷

を負った被害者が，運ばれた病院の火災で死亡した，という事例においては，竹刀の販売員への故

意帰属の問題以前に，予見しえない因果経過が存在しているため，販売行為への客観的帰属性は否

定されることになる。しかし，共犯の事例において，そのような予見しえない因果経過が存在しな

い場合に結果帰属の重要な判断基準となるのは，客観的帰属ではなく，故意的に設定した危険創出

行為と過失的に設定した危険創出行為を区別した上で，正犯によって発生した結果を関与者の故意

に帰属しうるか，すなわち故意帰属であると考える。

　共犯論において故意帰属の検討が重要となる場面は，中立的行為による幕助の事例に限られない

と思われる。共犯論における故意帰属の有用性をさらに根拠づけるためにも，故意帰属が問題とな

る共犯事例を，今後検討したい。

（付記1）本稿は，平成21年度日本刑法学会関西部会共同報告「客観的帰属論と共犯論の関係」に

　　　　て報告した内容をさらに発展させたものである。本報告では，多くの先生方から貴重な

　　　　ご指導，ご鞭燵を賜りました。厚く感謝申し上げます。

（付記2）脱稿後，ウィニー著作権法違反箒助事件第2審判決が出された。当該判決における判断

　　　　基準については，今後検討を試みたい。
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